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メソアメリカ南端におけるオルメカ文化の	
影響に関する一考察

伊　藤　伸　幸

はじめに

　中米のエル ･ サルバドル共和国はメソアメリカの南端に位置し、さまざまな遺跡がみられる

（図 1）。チャルチュアパ遺跡は先古典期から後古典期までの考古学資料が出土している（図 2）。

また、メソアメリカ南端では、オルメカ様式の記念碑的な石彫がみられる数少ない遺跡のひとつ

である。しかし、その石彫の出土状況などは不明であり、オルメカ文化との関わりについては解

明されていない。

図 1．	エル・サルバドル主要遺跡
	 1．カラ・スシア、2．エル・カルメン、3．サンタ・レティシア、4．チャルチュアパ、5．サン・アンドレス、

6．ホヤ・デ・セレン、7．シワタン、8．クスカトラン、9．ケレパ
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図 2．チャルチュアパ遺跡群地形図（Sharer,	1978）
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　一方、エル・サルバドルでは先古典期前期から後古典期までの編年がしられている（表 1）。

以下では簡単にエル・サルバドル国内の主要な遺跡を紹介し、エル・サルバドルの歴史を概観す

る。

　先古典期で最も早い時期の遺跡としてはエル・カルメン遺跡がある。この遺跡には低い小マ

ウンドがある。時期は先古典期前期のボストタン期（紀元前 1700 〜 1400 年）である。また、

メソアメリカ南東部太平洋側で最も早い時期の土器が出土しているバラ−オコス期に相当する

（Arroyo,	1990）

　チャルチュアパ遺跡群は先古典期前期からスペイン征服期までの非常に長い歴史（トック−ア

ハル期 :	紀元前 1200 年〜紀元後 1500	年）を持っている。また、チャルチュアパ遺跡群はラス・

ビクトリアス、エル・トラピチェ、カサ・ブランカ、タスマル、ペニャテ他の各地区に分かれる。

先古典期前期に関する考古資料はあまり多くない。先古典期中期になるとエル・トラピチェ地区

で土製建造物が建てられた。先古典期後期には南に位置するカサ・ブランカ地区まで都市化され

た。古典期前期には中心がタスマル地区となり発展していった。古典期前期のイロパンゴ火山噴

火の影響がエル・サルバドルの各地にみられるが、後古典期までタスマル地区を中心として先ス

ペイン期の都市が栄えていた。

　サンタ・レティシア遺跡では、先古典期中後期（カル・チュル−カイナック期 :	紀元前 600

〜紀元後 100 年）に相当するマウンド数基がみられ、太っちょの石彫が 3 基みつかっている

（Demarest,	1986）。

　ケレパ遺跡は先古典期後期から後古典期前期（ウアパラ−レパ期 :	紀元前 500	年〜紀元後 1000	

年）までの遺構・遺物がみられる。先古典期後期のウアパラ期には建造物１基と石彫がみられる。

先古典期末から古典期前期に相当するシラ期には、南からの影響がみられる大きな建造物２基が

建てられた。古典期後期から後古典期のレパ期には都市化の中心が東の区画から西の区画への移

動がみられる（Andrews,	1976）。

　以上から、エル・サルバドルの主要な遺跡から先スペイン期の歴史をまとめる。エル・カルメ

ン遺跡は先古典期前期の小集落である。先古典期中後期には、サンタ・レティシア遺跡が大きな

集落を形成する。一方、先古典期後期にチャルチュアパ遺跡群は都市を形成し、後古典期までそ

の中心を変えながら発展している。ケレパ遺跡は先古典期末から古典期前期に都市を建設した。

後古典期では、シワタン遺跡やクスカトラン遺跡がこの時期の代表的な都市であった（Bruhns,	

1980,	Velázquez,	1997）。

　以上のことを考慮すると、エル・サルバドルではオルメカ文化が栄えた時期に大きく社会が変

化し、共同体は集落から都市へと変化した。エル・サルバドル西部にある都市チャルチュアパで

も大きな変化を迎えていた。

　本稿では、メソアメリカ南端に位置するチャルチュアパ遺跡群で出土したオルメカ文化の特徴

を持つ石彫の時期をオルメカ文化の影響がみられるメソアメリカの他地域との比較から考察す
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ホボ期 ホコタル期

アレバロ期

1000

1100
アマテ後期
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ティエラス・	
ラルガス期
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バリ後期
コトラ期 クアドロス期1200 1200
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ネバダ期

バヒオ期
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1800 1800

表１　メソアメリカにおける先古典期の編年
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る。石彫の特徴、特に姿勢、顔部、胴部、装身具などを分析する。また、メソアメリカ南東部太

平洋側のカミナルフユ、タカリク・アバフ、イサパなどの遺跡ではオルメカ様式とマヤ様式が両

方ともみられる遺跡もある。チャルチュアパ遺跡群におけるマヤ文化の特徴も分析する。

　この分析を基にして、メソアメリカ南端でのオルメカ文化の出現時期とオルメカとマヤの関係

をチャルチュアパ遺跡群出土資料から考察する。一方、オルメカ文化は狩猟採集から農耕に移行

する時期にあった。狩猟採集から農耕に移行していったという視点から日本をみると、時期的に

は縄文時代から弥生時代に相当する。中国文化の日本における出現も、この時期から顕著になる。

メソアメリカ南端におけるオルメカ文化の出現は農耕が大きな比重を占めつつある時期に相当し

ている。東アジア地域とメソアメリカ地域の辺境部での先進文化の出現は同じような状況にあっ

たといえる。メソアメリカでは単純にオルメカ文化の広がりを征服や支配といった観点からみる

ことが多い。しかし、単純に征服や支配から説明できないことも多い。本稿では、メソアメリカ

南端における先進文化の出現を、東アジアの東端である日本での状況と比較し、従来とは異なっ

た視点からこのメソアメリカにおける現象をみる。東アジアにおける日本での中国文化の出現と

いう事例から、オルメカ文化の広がっていた要因を本稿で考察する。

チャルチュアパ遺跡群におけるオルメカ様式とマヤ様式の石彫

　チャルチュアパにはオルメカ様式を持つ記念碑的石彫が 2 基ある。12 号記念物とカサ・ブラ

ンカ地区より出土した座像である。また、オルメカ様式の特徴を若干持っている 22 号記念物も

ある。一方、マヤ様式を持つ石彫も出土している。そのうちの一例は、エル・トラピチェ地区で

出土しているマヤ文字が刻まれた石碑の破片である。また、カサ・ブランカ地区では石碑と祭壇

の組合せが出土している。以下に、チャルチュアパ遺跡群で出土した記念碑的なオルメカ様式石

彫とマヤ様式石彫について説明する（Sharer,	1978）。

１．オルメカ様式の石彫

　2 基の石彫のうちで、2 号記念物はラス・ビクトリアス地区で、もう 1 基はカサ・ブランカ地

区で出土している。

（1）12 号記念物 

　ラス・ビクトリアス地区出土（写真 1）。大きさは 1.78	×	2.26	×	2.01	m である。大きな自然

石に浮彫りが施されている。西側に人物 A、南側に人物 B、東側に人物 C、北側に人物 D が浮

彫りされている。

　人物 A（写真 1.A）	は、南に向かって歩いている。後ろに垂れ飾りを持つ頭飾り、マント、フ

ンドシ若しくはスカート状の服装、そして胸に首飾りを着けている。左手と左足は破損している。

未確認の物体を持って運んでいる。目の部分は膨らんでいる。また、鷲鼻で口の端が下がる口元

をし、下顎が出ている。
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　人物 B（写真 1.B）は鋸歯状になった表面を東に向かって杖を持って歩いている。この杖は上

部に球状のものが付いている。頭部には上部に球状の飾りがついた頭飾りをつけている。人物 A

よりも大きく波状になるマントを着けている。胸元には人物 A よりも大きな垂飾が付いている。

目は切れ長である。鼻は人物 A	よりも顕著な鷲鼻である。口元は両端が下がっている。下顎も

人物 A	よりも出ている。他の人物は耳が隠れているが、この人物は右耳がみえている。

　人物 C（写真 1.C）は、他の人物たちよりも丁寧に浮彫りされている。南を向き胡坐を組んで

いる。ツバ付の頭飾り、フンドシ、胸飾り、マントを着けている。上部に球状の物が付いている

太い杖状の物体を抱えている。頭飾りの一部と右足が欠けている。目の部分は膨らんでいる。鼻

は広く平らである。様式化された口は、端が下がっている。下顎は角張っていて、ガッシリして

いる。顔の表情は詳細が確認できていない。

　人物 D（写真 1.D）は、東を向き歩いている。ツバの広い頭飾りと円形の胸飾りを着けている。

上部に球状の飾りがついた杖を抱えている。両手は失われている。

　この石彫の出土状況は不明で、ラス・ビクトリアス地区より出土したことだけが分かっている。

（2）カサ・ブランカ地区出土座像

　大きさは、0.97	×	0.61 × 0.62m である（写真 2.A）。この石彫は正座をし、両腕を曲げ項に両

手を置いている。顔は幅広で、口は両端が下がる。着衣は何も確認できない。装飾の無いヘル

メット状の頭飾りを着けているようである。目は隅丸で長細い。眉間を寄せて、ブロック状に

なっている。鼻は幅広で、口とつながっているようで、ジャガーが吠えているような形をしてい

る。

　カサ・ブランカ地区で出土したとされる1。しかし、その出土状況などの詳細は不明である。

（3）チャルチュアパ 22 号記念物

　チャルチュアパ遺跡群タスマル地区ではオルメカ様式の影響を受けた石彫が出土している。大

きさは 0.	66	×	0.25 × 0.39m である（写真 2.B）。出土状況からみると、古典期後期若しくは後古

典期前期に相当する。

（4）チャルチュアパ遺跡群とオルメカ文化

　オルメカ様式石彫に表現される人物が抱えている物体はチャルチュアパ遺跡群では確認されて

いない形をしている。頭飾りはツバ広状、野球帽状、垂飾り状、ヘルメット状がある。これらの

頭飾りはメキシコ湾岸の石彫にしばしば表現されている。また、メキシコ中央部に表現されるオ

ルメカ人は野球帽状頭飾りのみが確認できる。メソアメリカ南東部太平洋側では、チャルチュア

パ遺跡群を除くと野球帽状、垂飾り状、ヘルメット状頭飾りがみられる。チャルチュアパ遺跡群
1	遺産局で文化財行政に携わっていた故ムルシア氏による。
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で表現される胸飾りは方形か楕円形である。メキシコ湾岸とメソアメリカ南東部太平洋側でも同

様の胸飾りがみられる。メキシコ中央部では同様の胸飾りは無い。一方、チャルチュアパ遺跡群

では腕輪や足首の足輪がない。チャルチュアパ遺跡群で人物の目の部分は写実的に表現されてい

ない。目には瞳が表現されることなく、膨らみとして表現される。メキシコ湾岸では写実的に目

の部分を膨らませて、しばしば瞳まで表現している。チャルチュアパ遺跡群の人物の鼻は幅広か

鷲鼻である。こうした鼻の表現はメキシコ湾岸、メキシコ中央部、メソアメリカ南東部太平洋側

にもみられる。端が下がる口の形はメキシコ湾岸、メキシコ中央部、そしてチャルチュアパ遺跡

群を含むメソアメリカ南東部太平洋側にみられる。この口の形はオルメカ文化が栄えた時期のメ

ソアメリカ全域にみられる。メソアメリカ全域でオルメカ様式石彫にみられる姿勢をみると、正

座をしているものは少ない。唯一、メキシコ湾岸のラ・ベンタ遺跡 5 号記念物にみられる。項に

手を置く石彫は他のメソアメリカ地域の同時期の遺跡で比較すると、唯一、ラ・ベンタ遺跡の

56 号記念物にみられる。

　以上を考慮すると、チャルチュアパ遺跡群のオルメカ様式石彫はラ・ベンタ遺跡と同時期とと

らえられる。しかし、チャルチュアパ遺跡群とメキシコ湾岸とでみられる同じ要素は、遠く離れ

たこの 2 遺跡で比較すると全く同一でないことも確かである。

　メキシコ湾岸ではしばしば複数の人物を 1 石彫に表現する。ラ・ベンタ遺跡の 2，3，5 号石碑

では中央に一人ないしは二人の人物を表現する。その周りには他の人物が表現される。ラ・ベン

タ遺跡の 3，4，5，7 号祭壇とサン・ロレンソ遺跡 14 号記念物には中心となる壁龕に座る人物以

外にも人物が表現される。この中心となる人物は丁寧に彫られ、他の人物と比較すると装身具も

立派である。サン・ロレンソ遺跡 18 号記念物とロマ・デ・サポテ遺跡 2 号記念物は同じような

小人が二人表現されている。他にも複数の人物を表現している石彫がある。例えば、サン・ロレ

ンソ遺跡 12，20 号記念物、同 2，5 号祭壇では子供を抱えている人物が表現されている。一方、

ラ・ベンタ遺跡 19，63 号記念物、ロマ・デ・サポテ遺跡 1 号記念物、サン・ロレンソ遺跡 56，

47 号記念物では１人の人物と動物が表現されている。サン・ロレンソ遺跡 107 号記念物には人

物とジャガーが表現されている。ロマ・デ・サポテ遺跡 3 号記念物にはジャガーに襲われている

人物が表現されている。このように動物と関連した主題に表現される人物はオルメカ社会では重

要な役割を担っていたことが考えられる。

　ラ・ベンタ遺跡の石碑に表現される人物たちには、階層差も窺える。中心となる人物は他の人

物たちよりもより大きくより丁寧に彫られている。また、壁龕に座る人物は側面に浮彫りで表現

される人物よりも細部まで丁寧である。こうした人物は他の人物に比べてより地位が高く影響力

を持っていた可能性がある。一方、チャルチュアパ遺跡群 12 号記念物の人物たちの間にも、差異

がみられる。人物 C	は他の人物たちよりも丁寧に彫られている。人物 D は他の人物よりも彫刻が

粗雑である。人物の彫刻の良さと大きさを分析すると、2 群に分けることが出来る。人物 B と C

はより丁寧により大きく彫られている。人物 A と D がもう 1 群となる。一種の社会的な差を示し
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ていると考えられる。このように比較すると、チャルチュアパ遺跡群の高い階層では少なくとも

2 つに分かれていた。

２．マヤ様式の石彫

　エル・トラピチェ地区とカサ・ブランカ地区で出土した石碑の各 1 破片はマヤ様式を示してい

る。

（1）カサ・ブランカ地区出土の素面の石碑

　大きさは	80.5 × 64.0 × 17 〜 20cm である（写真 3）。カサ・ブランカ地区の 5 号建造物（C3-6）

に関連した発掘で建造物の正面から出土した（図 3）。多角形の玄武岩からつくられた素面の石

碑と祭壇石が出土した。先古典期後期に属する。石碑近くから様式化されたジャガーの顔が表現

された石彫と集石が出土した（Ichikawa,	2007）。

（2）エル・トラピチェ地区出土 1 号記念物

　大きさは 80.5 × 64.0 × 17 〜 20cm である（写真 4）。8 号土坑より他の石彫の 2 破片ととも

に出土した。一つは素面の石碑の破片である 2 号記念物、もう一つは様式化されたジャガーの

図 3．チャルチュアパ遺跡群カサ・ブランカ地区（Ohi,	2000 を改変）
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顔をした頭部破片の 3 号記念物である。この石碑は粒子の細かい安山岩製である（Sharer,	ed.,	

1978）。

　出土状況からこれらの石彫は先古典期後期若しくは先古典期終末期と考えられる。

　この石碑は一人の人物と文字が示される 8 つの柱状列を表現している。しかし、浸食されてい

るために、1 文字しか判読できない。人物も部分的にしか詳細が分からない。この人物は頭飾り、

帯、腕輪などを着けている。左手は何らかの物体を持ち前に伸ばされ、右手も何かを掴んでいる。

（3）チャルチュアパ遺跡群とマヤ文明

　チャルチュアパ遺跡群にはマヤ様式の石彫がみられ、マヤ文化に属する他の遺跡と共有する要

素もみられる。チャルチュアパ遺跡群ではグァテマラなどでみられるようにオルメカ様式とマ

ヤ様式が混ざりあっていない。チャルチュアパ遺跡群では素面の石碑 1 基がある。この種の石

碑はカミナルフユ、エル・ポルトン、タカリク・アバフなどの遺跡でみられる（de	León	y	J.	A.	

Valdes,	2002,	Sharer	y	Sedat,	1987,	Shook,	1952）。チャルチュアパ遺跡群では、メソアメリカ南

東部太平洋側の先進地域の文化と類似する要素も観察できる。

中国と日本

　地理的にはチャルチュアパ遺跡群はメソアメリカの南端に位置する。一方、日本は極東若しく

は中国文明の東端に位置する（図 4）。ここではチャルチュアパ遺跡群とメソアメリカ文明の関

係を東アジアの中国と日本の関係から考察する。最初に日本の歴史を概観する（児玉編、2008:	

朝尾他編 ,	1993,	1994）。

　日本は旧石器時代より歴史が始まった。日本は紀元前 1 万年前に土器作りが始まった。縄文時

代は狩猟採集の時代とされる。中国は紀元前 5 千年頃に農耕が始まったとされる。紀元前 2000

年頃には夏王朝が興った。日本では紀元前 3，4 世紀に水田を作り、稲作が始まった。中国の史

書によると、紀元前後には 100 余のクニがあったと記述されている。また、この頃、漢王朝とも

楽浪郡を経由して外交関係があった。

　日本は、土木技術や農耕などの進んだ技術を中国から朝鮮半島を経由して取り入れた。その後、

日本では多くのクニが興ったが、日本全域を統一することはなかった。日本では、中国に遅れて、

王朝が興った。

　歴史的な出来事をメソアメリカ文明と比較する。特に、狩猟採集から農耕への変化、王朝若し

くは都市の成立に注目する。

　メソアメリカ南東部太平洋側では農耕は先古典期中期には始っていた（Amaroli	y	Dull,	1999;	

Bello	Suazo,	1991）。そして、集落は大きくなり、共同体も規模が大きくなった。先古典期後期に

なると、カミナルフユはこの地域の最大の都市として成長した。その後、チャルチュアパ遺跡群
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図 4．	メソアメリカと東アジア
	 1．ラ・ベンタ遺跡とチャルチュアパ遺跡群、2．中国と日本
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でも都市が形成された。

　こうした状況をみると、メソアメリカにしても東アジアにしても文明の中心と比べるとその端

では遅れて農耕が始まっている。日本で起った出来事とメソアメリカ南東部太平洋側で起った出

来事は、メソアメリカの南端と東アジアの東端と言う文明の中心とその端という視点から見ると

類似点がみられる。

（1） 中国と関連した日本の歴史的な出来事

　ここでは当時の先進地域である中国と東アジアの東端にある日本との関係を歴史的な出来事か

らみていく。

　日本は中国と継続的に交渉を持っていた。中国文明は大河の近くで形成された。また、農耕技

術を発展させた。こうした技術は、中国から朝鮮半島を経由して、日本にも請来された。また、

中国の史書にも 1 世紀頃から日本の記述がみられる。

1.			57 年

　倭の奴国王が後漢に朝貢し、光武帝から印綬を授けられる。

2.			107 年

　倭国王帥升ら、後漢の安帝に生口 160 人を献ずる。

3.			184 年頃

　この頃、倭国乱れ、互いに攻伐しあい、長い間盟主なし。

　卑弥呼が共立されて、王となる。邪馬台国の女王卑弥呼は、鬼道につかえ、夫はなく、弟が統

治を助けたという。

4.			239 年

　倭の女王卑弥呼、大夫の難升米らを魏の明帝に派遣する。明帝は詔して、卑弥呼を親魏倭王と

し、金印紫綬を授ける。また、銅鏡 100 枚などを与える。

5.			240	〜 247	年

　卑弥呼、大夫らを遣わし、生口、倭錦等を献じる。魏は、使を倭に派遣する。

6.			248 年

　卑弥呼死す。男王を立てるが、国中服さず、誅殺しあい、1000 余人が殺されたという。卑弥

呼の宗女、壱与が女王となり、国中が治まる。壱与は、倭の大夫、掖邪狗ら 20 人を魏に遣わし、

生口 30 人、白珠 5000 孔などを献じる。

7.			6 〜 7 世紀

　政治的宗教的な争いが蘇我氏と物部氏との間に起こる。蘇我氏は外来の仏教を信じていた。物

部氏は日本古来の伝統的な神道を信じていた。蘇我氏は大陸若しくは半島からの渡来人を支えて

いた。彼らは大陸で発展した新しい技術を持ち込んでいた。

8.			7 世紀以降

　600 年に遣隋使が始まる。唐が興ると、630 年に遣唐使を送った。この使節は中国の新しい技
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術を習得し、仏教の経典を収集することにあった。30 年に一度送られた。

　この過程において、唐の都を手本に日本で平城京と平安京を造営した。しかし、唐で造られた

ような都を取り巻く城壁は作られなかった。一方、神道と仏教は混じりあった。

 （2） 日本と中国

　日本において中国と類似する文化がみられる。しかし、日本においては中国が日本を征服する

ために侵略することはなかった。日本は中国に支配権を認めてもらい、支配の象徴として青銅鏡

を得ていた。この鏡は各地の支配者に支配権の象徴として分け与えられた。このようにして、奴

の国王若しくは卑弥呼は青銅鏡の供給を管理し、支配の象徴として豪族にこの鏡を与えていた。

チャルチュアパ遺跡群とオルメカ文化とマヤ文明

　チャルチュアパ遺跡群ではメキシコ湾岸のオルメカ文化と似ている要素がみられる。しかし、

オルメカ人らが征服若しくはその政治的権力を伸長したような痕跡はみられない。チャルチュア

パ遺跡群とメキシコ湾岸のオルメカ人たちとの間には外交関係若しくは交流があったと考えられ

る。また、チャルチュアパ遺跡群では何らかの方法でオルメカ文化が栄えていたメキシコ湾岸で

発展した先進技術である農耕や土木技術を導入した。これを東アジアでの日本と中国の状況に

当てはめてみると、オルメカ先進地域にあるラ・ベンタ遺跡に対するメソアメリカ南端のチャル

チュアパ遺跡群の朝貢若しくは使節の派遣といった形態も考えられる。そうして輸入された技術

の中には土木技術や農耕に関係する技術もあった可能性も考えられる。また、支配の象徴として

磁鉄鉱の鏡や玉杖といった支配を象徴するものを得ていたということも考えられる。

　一方、チャルチュアパ遺跡群では初期マヤ文明の痕跡もみられる。例えば、マヤ文字や石碑と

祭壇の組合せがある。先古典期後期になると、チャルチュアパ遺跡群ではメソアメリカの他の地

域の進んだ技術を取り入れようとした。オルメカ文化の後メソアメリカ南東部太平洋側で勢力を

得たマヤ様式を持った都市の文化を導入していたのである。この時期にもオルメカ期と同様に征

服されたような痕跡はみられない。

おわりに

　本稿では 2 つの遠い距離を隔てた事例を扱った。しかし、非常に興味深い現象があった。チャ

ルチュアパ遺跡群に関する文字記録がないが、進んだ技術を持った集団がチャルチュアパ遺跡群

にやってきたことは明白である。そして、チャルチュアパ遺跡群にはない要素を持ち込んだ。し

かし、チャルチュアパ遺跡群にみられる遺物などからみると、そうした要素は取捨選択され改変

させられたことが考えられる。
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　日本では中国から中国の進んだ技術が持ち込まれ、同様にして権威の象徴である青銅鏡も持ち

込まれた。そのようにして、農耕に関する技術も稲と共に水田を作る土木技術がもたらされた。

一方、メソアメリカ南東部太平洋側ではオルメカ人たちが重要視するヒスイや黒曜石の鉱脈があ

る。この鉱脈はグァテマラ高地に位置している。こうした物資の交易若しくは交換によって、土

木技術や農耕技術がメソアメリカ南東部太平洋側若しくはグァテマラ高地までもたらされた可能

性がある。同様にしてオルメカ文化の進んだ石彫製作技術がもたらされた。このもたらされた技

術によって、太平洋側斜面のティルテペック、タカリク・アバフ、ラ・ブランカなどの遺跡でオ

ルメカ様式の石彫が製作された。このようにして、石彫製作技術がメソアメリカ南端にあるチャ

ルチュアパ遺跡群にもたらされたと考えられる。同様にしてこうした進んだ技術と共にオルメカ

社会の高位の人物もやってきた可能性もある。日本の場合には、中国若しくは半島出身の人々が

渡来して土着し、日本社会の重要な地位に就いた。これは、彼らの出身地の進んだ技術の恩恵に

あやかったのであろう。メソアメリカ南東部太平洋側でも同様なことが考えられる。オルメカ人

たちが高い技術力を携えてチャルチュアパ遺跡群という地方社会で重要な地位に就いたことも可

能性として挙げられる。そして、そのうちの誰かがチャルチュアパ遺跡群の支配者になったこと

もあるかもしれない。こうして考えていくと、そうした支配者がチャルチュアパ遺跡群の 12 号

記念物を製作して、即位を記念した可能性も考えられる。カミナルフユ遺跡ではオルメカ様式の

記念碑的な石彫がみつかっていない。タカリク・アバフ遺跡ではオルメカ様式の石彫とマヤ様式

の石彫が出土している。メソアメリカ南東部太平洋側若しくは南端ではオルメカ文化の成果を受

け取り、改変した可能性もある。一方、オルメカの影響を受けずに独自の文化を成立させた都市

カミナルフユもあった。

　この地域には持ち運びやすいオルメカ様式石彫も出土している。ホンジュラスのオランチョ県

にあるハト・ビエホ洞くつではヒスイの坐像がみつかっている（Cruz	C.	y	Silva,	2007）。これは、

メキシコ湾岸とメソアメリカ南東部の精神文化に何らかの交渉があったことを示している。ハ

ト・ビエホ洞くつの事例を考慮すると、オルメカ文化にみられる洞くつに対する信仰を持ってき

たことが考えられる。オルメカの洞くつへの信仰は、メソアメリカ南東部太平洋側では他の形で

表現されることもある。洞くつを怪物の口として表現しその中から現れる人物を主題とした石彫

がそれにあたる。

　メソアメリカと東アジアを比較してみると先進地域である中国とオルメカの中心メキシコ湾岸

は、後進地域である日本やメソアメリカ南端に影響を及ぼした。しかし、後進地域ではその受け

取ったものを改変していた可能性がある。本稿では、メソアメリカと東アジアとを大まかに比較

したに過ぎない。今後はより詳細に比較研究する必要があると考える。
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Abstract

La Presencia Olmeca en el Extremo Sur de Mesoamérica

Nobuyuki Ito

 En Chalchuapa, se localizó una secuencia ocupacional que se ubica en los periodos Preclásico, Clásico 

Temprano, Clásico Terminal y Postclásico. La zona arqueológica de Chalchuapa se ubica en el extremo 

sur de Mesoamérica, siendo muy probablemente uno de los pocos sitios arqueológicos de la región 

que conserva escultura monumental con rasgos considerados como Olmecas. Sin embargo, el contexto 

arqueológico de estas esculturas de Chalchuapa no está claro. 

 Se trataron dos casos lejanos y similares en este artículo. De hecho, se puede ver un fenómeno muy 

interesante en el extremo sur de Mesoamérica y en el Extremo Oriente o a una orilla extrema de la 

civilización china. Aunque no hay documentos escritos en Chalchuapa, se puede inferir que grupos 

humanos llegaron a Chalchuapa para trasladar tecnología avanzada. De esta forma, introdujeron 

algunas cosas ajenas del lugar. Las cosas que escogieron seguramente fueron las más convenientes para 

ellos.

（17）
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写真１	 チャルチュアパ 12 号記念物
	 A. 人物 A、B. 人物 B、C. 人物 C、D. 人物 D

A C

B D
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写真 2	 チャルチュアパ遺跡群出土のオルメカ様式石彫
	 A. カサ・ブランカ地区出土座像、B. チャルチュアパ 22 号記念物

A

B
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写真 3	 素面の石碑と様式化されたジャガーの顔を表現した石彫
	 A. 様式化されたジャガーの顔の石彫と素面の石碑、	B. 素面の石碑（Ichikawa,	2007）

A

B
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写真 4	 チャルチュアパ遺跡群 1 号記念物
	 A. 拓影（著者採拓）、	B. 復原図（Sharer,	1978,	fig.2a）

A

B


